
第 45 回通関士試験

通関書類の作成要領その他通関手続の実務

試　験　問　題　（別　冊）

注意事項

　この別冊には、「通関書類の作成要領その他通関手続の実務試験問題」における第 1問の輸出統計

品目表（抜すい）及び第 2問の実行関税率表（抜すい）を掲載しています。



― 1 ― ― 2 ―

第 1問　輸出申告

輸出統計品目表（抜すい）

第 6部

化学工業（類似の工業を含む。）の生産品

注
1（A）　第28.44項又は第28.45項に該当する物品は、放射性鉱物を

除くほか、当該各項に属するものとし、この表の他の項に
は属しない。

（B）　第28.43項、第28.46項又は第28.52項に該当する物品は、
（A）の物品を除くほか、当該各項に属するものとし、この部
の他の項には属しない。

第 28類　無機化学品及び貴金属、希土類金属、放射性
元素又は同位元素の無機又は有機の化合物

注
1　この類には、文脈により別に解釈される場合を除くほか、次
の物品のみを含む。
（a）　化学的に単一の元素及び化合物（不純物を含有するかしな

いかを問わない。）

（b）　（a）の物品の水溶液

（c）　（a）の物品を水以外の溶媒に溶かしたもの（当該溶媒に溶か
すことが安全又は輸送のため通常行われ、かつ、必要な場
合に限るものとし、特定の用途に適するようにしたものを
除く。）

（d）　（a）、（b）又は（c）の物品で、保存又は輸送のために必要な
安定剤（固結防止剤を含む。）を加えたもの

（e）　（a）、（b）、（c）又は（d）の物品で、アンチダスティング剤又
は識別を容易にするため若しくは安全のための着色料を加
えたもの（特定の用途に適するようにしたものを除く。）

2　この類には、炭素化合物にあつては、亜二チオン酸塩及びス
ルホキシル酸塩で、有機安定剤を加えたもの（第28.31項参照）、
無機塩基の炭酸塩及びペルオキソ炭酸塩（第28.36項参照）、無機
塩基のシアン化物、シアン化酸化物及びシアノ錯塩（第28.37項
参照）、無機塩基の雷酸塩、シアン酸塩及びチオシアン酸塩（第
28.42項参照）、第28.43項から第28.46項まで及び第28.52項の有機
物並びに炭化物（第28.49項参照）のほか、次のもののみを含む。

（a）　炭素の酸化物及びシアン化水素、雷酸、イソシアン酸、チ
オシアン酸その他のシアンの酸（錯化合物のものを含む。）
（第28.11項参照）

Section VI

Products of the chemical or allied industries

Notes.
1.-(A) Goods (other than radioactive ores) answering to a 

description in heading 28.44 or 28.45 are to be clas-
sified in those headings and in no other heading of 
the Nomenclature.

(B) Subject to paragraph (A) above, goods answering 
to a description in heading 28.43, 28.46 or 28.52 are 
to be classified in those headings and in no other 
heading of this Section.

Chapter 28　Inorganic chemicals; organic or inor-
ganic compounds of precious metals, of 
rare-ear th metals, of radioactive ele-
ments or of isotopes

Notes.
1.- Except where the context other wise requires, the 

headings of this Chapter apply only to:
(a) Separate chemical elements and separate chemically 

defined compounds, whether or not containing im-
purities;

(b) The products mentioned in (a) above dissolved in 
water;

(c) The products mentioned in (a) above dissolved in 
other solvents provided that the solution constitutes 
a normal and necessary method of putting up these 
products adopted solely for reasons of safety or for 
transpor t and that the solvent does not render the 
product particularly suitable for specific use rather 
than for general use;

(d) The products mentioned in (a), (b) or (c) above with 
an added stabiliser (including an anti-caking agent) 
necessary for their preservation or transport;

(e) The products mentioned in (a), (b), (c) or (d) above 
with an added anti-dusting agent or a colouring sub-
stance added to facilitate their identification or for 
safety reasons, provided that the additions do not 
render the product particularly suitable for specific 
use rather than for general use.

2.- In addition to dithionites and sulphoxylates, stabilised 
with organic substances (heading 28.31), carbonates 
and peroxocarbonates of inorganic bases (heading 
28.36), cyanides, cyanide oxides and complex cyanides 
of inorganic bases (heading 28.37), fulminates, cy-
anates and thiocyanates, of inorganic bases (heading 
28.42), organic products included in headings 28.43 to 
28.46 and 28.52 and carbides (heading 28.49), only the 
following compounds of carbon are to be classified in 
this Chapter:

(a) Oxides of carbon, hydrogen cyanide and fulminic, 
isocyanic, thiocyanic and other simple or complex 
cyanogen acids (heading 28.11);
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(b) Halide oxides of carbon (heading 28.12);
(c) Carbon disulphide (heading 28.13);
(d) Thiocarbonates , se lenocarbonates , te l lurocar -

bonates, selenocyanates, tellurocyanates, tetrathio-
cyanatodiamminochromates (reineckates) and other 
complex cyanates, of inorganic bases (heading 
28.42);

(e) Hydrogen peroxide, solidified with urea (heading 
28.47), carbon oxysulphide, thiocarbonyl halides, cy-
anogen, cyanogen halides and cyanamide and its 
metal derivatives (heading 28.53) other than calcium 
cyanamide, whether or not pure (Chapter 31).

3.- Subject to the provisions of Note 1 to Section VI, this 
Chapter does not cover:

(a) Sodium chloride or magnesium oxide, whether or 
not pure, or other products of Section V;

(b) Organo-inorganic compounds other than those men-
tioned in Note 2 above;

(c) Products mentioned in Note 2, 3, 4 or 5 to Chapter 
31;

(d) Inorganic products of a kind used as luminophores, 
of heading 32.06; glass frit and other glass in the 
form of powder, granules or flakes, of heading 32.07;

(e) Artificial graphite (heading 38.01); products put up 
as charges for fire-extinguishers or put up in fire-ex-
tinguishing grenades, of heading 38.13; ink remov-
ers put up in packings for retail sale, of heading 
38.24; cultured cr ystals (other than optical ele-
ments) weighing not less than 2.5 g each, of the hali-
des of the alkali or alkaline-earth metals, of heading 
38.24;

(f) Precious or semi-precious stones (natural, synthetic 
or reconstructed) or dust or powder of such stones 
(headings 71.02 to 71.05), or precious metals or pre-
cious metal alloys of Chapter 71;

(g) The metals, whether or not pure, metal alloys or cer-
mets, including sintered metal carbides (metal car-
bides sintered with a metal), of Section XV; or

(h) Optical elements, for example, of the halides of the 
alkali or alkaline-earth metals (heading 90.01).

4.- Chemically defined complex acids consisting of a non-
metal acid of sub-Chapter II and a metal acid of sub-
Chapter IV are to be classified in heading 28.11.

5.- Headings 28.26 to 28.42 apply only to metal or ammoni-
um salts or peroxysalts.

Except where the context otherwise requires, double 
or complex salts are to be classified in heading 28.42.

6.- Heading 28.44 applies only to:
(a) Technetium (atomic No. 43), promethium (atomic 

No. 61), polonium (atomic No. 84) and all elements 
with an atomic number greater than 84;

(b) Natural or ar tificial radioactive isotopes (including 
those of the precious metals or of the base metals of 
Sections XIV and XV), whether or not mixed togeth-
er;

(c) Compounds, inorganic or organic, of these elements 
or isotopes, whether or not chemically defined, 
whether or not mixed together;

(d) Alloys, dispersions (including cermets), ceramic 
products and mixtures containing these elements or 
isotopes or inorganic or organic compounds thereof 
and having a specific radioactivity exceeding 74 Bq/g 

（b）　炭素のハロゲン化酸化物（第28.12項参照）
（c）　二硫化炭素（第28.13項参照）
（d）　チオ炭酸塩、セレノ炭酸塩、テルロ炭酸塩及びセレノシア

ン酸塩、テルロシアン酸塩、テトラチオシアナトジアミノ
クロム酸塩（ライネケ塩）その他の錯シアン酸塩（無機塩基の
ものに限る。第28.42項参照）

（e）　尿素により固形化した過酸化水素（第28.47項参照）並びに
オキシ硫化炭素、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、
ハロゲン化ジシアン、シアナミド及びシアナミドの金属誘
導体（第28.53項参照）（カルシウムシアナミド（純粋であるか
ないかを問わない。第31類参照）を除く。）

3　この類には、この部の注1の物品を除くほか、次の物品を含ま
ない。
（a）　第5部の塩化ナトリウム、酸化マグネシウム（純粋であるか

ないかを問わない。）その他の物品
（b）　オルガノインオルガニック化合物（2の物品を除く。）

（c）　第31類の注2から注5までの物品

（d）　第32.06項のルミノホアとして使用する種類の無機物及び
第32.07項のガラスフリットその他のガラスで粉状、粒状又
はフレーク状のもの

（e）　人造黒鉛（第38.01項参照）、第38.13項の消火器用の装てん
物にし又は消火弾に装てんした物品、第38.24項の小売用の
容器入りにしたインキ消し及び第38.24項のアルカリ金属又
はアルカリ土類金属のハロゲン化物を培養した結晶（1個の
重量が2.5グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除
く。）

（f）　天然、合成又は再生の貴石及び半貴石並びにこれらのダス
ト及び粉（第71.02項から第71.05項まで参照）並びに第71類の
貴金属及びその合金

（g）　第15部の金属（純粋であるかないかを問わない。）、合金及
びサーメット（焼結した金属炭化物（一の金属を焼結した金
属炭化物をいう。）を含む。）

（h）　光学用品（例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属の
ハロゲン化物から製造したもの。第90.01項参照）

4　第2節の非金属酸と第4節の金属酸とから成る化学的に単一の
錯酸は、第28.11項に属する。

5　第28.26項から第28.42項までには、金属又はアンモニウムの塩
及びペルオキシ塩のみを含む。
複塩及び錯塩は、文脈により別に解釈される場合を除くほか、

第28.42項に属する。
6　第28.44項には、次の物品のみを含む。
（a）　テクネチウム（原子番号43）、プロメチウム（原子番号61）、

ポロニウム（原子番号84）及び原子番号が84を超えるすべて
の元素

（b）　天然又は人工の放射性同位元素（これらを相互に混合して
あるかないかを問わないものとし、第14部又は第15部の貴
金属又は卑金属のものを含む。）

（c）　（a）又は（b）の元素又は同位元素の無機又は有機の化合物
（化学的に単一であるかないか又はこれらを相互に混合して
あるかないかを問わない。）

（d）　（a）から（c）までの元素、同位元素又は無機若しくは有機の
化合物を含有する合金、ディスパーション（サーメットを含
む。）、陶磁製品及び混合物で、比放射能が1グラムにつき74
ベクレル（1グラムにつき0.002マイクロキュリー）を超えるも
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の
（e）　使用済みの原子炉用核燃料要素（カートリッジ）

（f）　放射性残留物（使用可能であるかないかを問わない。）
この注、第28.44項及び第28.45項において「同位元素」とは、次

の物品をいう。

個々の核種（天然に単核種として存在するものを除く。）

同一の元素の同位元素の混合物で、1種類又は数種類の当
該同位元素を濃縮したもの（同位元素の天然の組成を人為的
に変えたもの）

7　第28.48項には、りんの含有量が全重量の15％を超えるりん銅
を含む。

8　元素（例えば、けい素及びセレン）を電子工業用にドープ処理
したもののうち、引上げ法により製造したままの形状のもの及
び円柱状又は棒状のものはこの類に属するものとし、円盤状、
ウエハー状その他これらに類する形状に切つたものは第38.18項
に属する。

(0.002μCi/g);
(e) Spent (irradiated) fuel elements (cartridges) of nu-

clear reactors;
(f) Radioactive residues whether or not usable.

The term “isotopes”, for the purposes of this Note 
and of the wording of headings 28.44 and 28.45, re-
fers to:
individual nuclides, excluding, however, those 
existing in nature in the monoisotopic state; 
mixtures of isotopes of one and the same ele-
ment, enriched in one or several of the said iso-
topes, that is, elements of which the natural iso-
topic composition has been artificially modified.

7.- Heading 28.48 includes copper phosphide(phosphor 
copper) containing more than 15% by weight of phos-
phorus.

8.- Chemical elements (for example, silicon and selenium) 
doped for use in electronics are to be classified in this 
Chapter, provided that they are in forms unworked as 
drawn, or in the form of cylinders or rods. When cut in 
the form of discs, wafers or similar forms, they fall in 
heading 38.18.

番号

NO

細分
番号
sub.
no

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名
単位
UNIT DESCRIPTION 参　考

I II

28.26 ふつ化物及びフルオロけい酸塩、フ
ルオロアルミン酸塩その他のふつ素
錯塩

Fluorides; fluorosilicates, fluoroalumi-
nates and other complex fluorine salts:

－ふつ化物 －Fluorides:

2826.12 000 6 －－アルミニウムのもの KG －－Of aluminium

2826.19 －－その他のもの －－Other:

100 1 －－－アンモニウムのもの KG －－－Of ammonium

900 3 －－－その他のもの KG －－－Other

2826.30 000 2 －ヘキサフルオロアルミン酸ナトリ
ウム（人造氷晶石）

KG －Sodium hexafluoroaluminate (synthet-
ic cryolite)

2826.90 000 5 －その他のもの KG －Other

28.27 塩化物、塩化酸化物、塩化水酸化物、
臭化物、臭化酸化物、よう化物及び
よう化酸化物

Chlorides, chloride oxides and chloride 
hydroxides; bromides and bromide ox-
ides; iodides and iodide oxides:

2827.10 000 6 －塩化アンモニウム KG －Ammonium chloride

2827.20 000 3 －塩化カルシウム KG －Calcium chloride

－その他の塩化物 －Other chlorides:

2827.31 000 6 －－マグネシウムのもの KG －－Of magnesium

2827.32 000 5 －－アルミニウムのもの KG －－Of aluminium

2827.35 000 2 －－ニッケルのもの KG －－Of nickel

2827.39 000 5 －－その他のもの KG －－Other

－塩化酸化物及び塩化水酸化物 －Chloride oxides and chloride hydrox-
ides:

2827.41 000 3 －－銅のもの KG －－Of copper
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番号

NO

細分
番号
sub.
no

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名
単位
UNIT DESCRIPTION 参　考

I II

2827.49 000 2 －－その他のもの KG －－Other

－臭化物及び臭化酸化物 －Bromides and bromide oxides:

2827.51 000 0 －－ナトリウム又はカリウムの臭化
物

KG －－Bromides of sodium or of potassium

2827.59 000 6 －－その他のもの KG －－Other

2827.60 000 5 －よう化物及びよう化酸化物 KG －Iodides and iodide oxides

28.33 硫酸塩、みようばん及びペルオキソ
硫酸塩（過硫酸塩）

Sulphates; alums; peroxosulphates (per-
sulphates):

－ナトリウムの硫酸塩 －Sodium sulphates:

2833.11 000 0 －－硫化二ナトリウム KG －－Disodium sulphate

2833.19 000 6 －－その他のもの KG －－Other

－その他の硫酸塩 －Other sulphates:

2833.21 000 4 －－マグネシウムのもの KG －－Of magnesium

2833.22 000 3 －－アルミニウムのもの KG －－Of aluminium

2833.24 000 1 －－ニッケルのもの KG －－Of nickel

2833.25 000 0 －－銅のもの KG －－Of copper

2833.27 000 5 －－バリウムのもの KG －－Of barium

2833.29 000 3 －－その他のもの KG －－Other

2833.30 000 2 －みようばん KG －Alums

2833.40 000 6 －ペルオキソ硫酸塩（過硫酸塩） KG －Peroxosulphates (persulphates)
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Chapter 31　Fertilisers

Notes.
1.- This Chapter does not cover:

(a) Animal blood of heading 05.11;
(b) Separate chemically defined compounds (other than 

those answering to the descriptions in Note 2 (a), 3 
(a), 4 (a) or 5 below); or

(c) Cultured potassium chloride crystals (other than op-
tical elements) weighing not less than 2.5 g each, of 
heading 38.24; optical elements of potassium chlo-
ride (heading 90.01).

2.- Heading 31.02 applies only to the following goods, pro-
vided that they are not put up in the forms or packages 
described in heading 31.05:

(a) Goods which answer to one or other of the descrip-
tions given below:

(ⅰ) Sodium nitrate, whether or not pure;
(ⅱ) Ammonium nitrate, whether or not pure;
(ⅲ) Double salts, whether or not pure, of ammonium 

sulphate and ammonium nitrate;
(ⅳ) Ammonium sulphate, whether or not pure;
(ⅴ) Double salts (whether or not pure) or mixtures of 

calcium nitrate and ammonium nitrate;
(ⅵ) Double salts (whether or not pure) or mixtures of 

calcium nitrate and magnesium nitrate;
(ⅶ) Calcium cyanamide, whether or not pure or treat-

ed with oil;
(ⅷ) Urea, whether or not pure.

(b) Fertilisers consisting of any of the goods described 
in (a) above mixed together.

(c) Fer tilisers consisting of ammonium chloride or of 
any of the goods described in (a) or (b) above mixed 
with chalk, gypsum or other inorganic nonfertilising 
substances.

(d) Liquid fertilisers consisting of the goods of subpara-
graph (a) (ⅱ) or (ⅷ) above, or of mixtures of those 
goods, in an aqueous or ammoniacal solution.

3.- Heading 31.03 applies only to the following goods, pro-
vided that they are not put up in the forms or packages 
described in heading 31.05:

(a) Goods which answer to one or other of the descrip-
tions given below:

(ⅰ) Basic slag;
(ⅱ) Natural phosphates of heading 25.10, calcined or 

further heat-treated than for the removal of impu-
rities;

(ⅲ) Superphosphates (single, double or triple);
(ⅳ) Calcium hydrogenorthophosphate containing not 

less than 0.2% by weight of fluorine calculated on 
the dry anhydrous product.

(b) Fertilisers consisting of any of the goods described 
in (a) above mixed together, but with no account be-
ing taken of the fluorine content limit.

(c) Fertilisers consisting of any of the goods described 
in (a) or (b) above, but with no account being taken 
of the fluorine content limit, mixed with chalk, gyp-
sum or other inorganic nonfertilising substances.

4.- Heading 31.04 applies only to the following goods, pro-
vided that they are not put up in the forms or packages 
described in heading 31.05:

(a) Goods which answer to one or other of the descrip-

第 31類　肥料

注
1　この類には、次の物品を含まない。
（a）　第05.11項の動物の血
（b）　化学的に単一の化合物（2（a）、3（a）、4（a）又は5のものを除

く。）

（c）　第38.24項の塩化カリウムを培養した結晶（1個の重量が2.5
グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。）及び
塩化カリウムから製造した光学用品（第90.01項参照）

2　第31.02項には、次の物品（第31.05項に定める形状又は包装に
したものを除く。）のみを含む。

（a）　次のいずれかに該当する物品

（ⅰ）　硝酸ナトリウム（純粋であるかないかを問わない。）
（ⅱ）　硝酸アンモニウム（純粋であるかないかを問わない。）
（ⅲ）　硫酸アンモニウムと硝酸アンモニウムとの複塩（純粋で

あるかないかを問わない。）
（ⅳ）　硫酸アンモニウム（純粋であるかないかを問わない。）
（ⅴ）　硝酸カルシウムと硝酸アンモニウムとの複塩（純粋であ

るかないかを問わない。）又は混合物
（ⅵ）　硝酸カルシウムと硝酸マグネシウムとの複塩（純粋であ

るかないかを問わない。）又は混合物
（ⅶ）　カルシウムシアナミド（純粋であるかないか又は油によ

り処理してあるかないかを問わない。）
（ⅷ）　尿素（純粋であるかないかを問わない。）
（b）　（a）の物品のうち二以上を相互に混合した肥料

（c）　塩化アンモニウム又は（a）若しくは（b）の物品と白亜、天然
石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料

（d）　（a）の（ⅱ）若しくは（ⅷ）の物品又はこれらの混合物を水溶
液にし又はアンモニア溶液にした液状肥料

3　第31.03項には、次の物品（第31.05項に定める形状又は包装に
したものを除く。）のみを含む。

（a）　次のいずれかに該当する物品

（ⅰ）　塩基性スラグ
（ⅱ）　第25.10項の天然のりん酸塩を焼き又は不純物を除くた

めの熱処理を超える熱処理をしたもの

（ⅲ）　過りん酸石灰又は重過りん酸石灰
（ⅳ）　りん酸水素カルシウム（ふつ素の含有量が乾燥状態にお

ける無水物の全重量の0.2％以上のものに限る。）

（b）　（a）の物品（ふつ素の含有量のいかんを問わない。）のうち二
以上を相互に混合した肥料

（c）　（a）又は（b）の物品（ふつ素の含有量のいかんを問わない。）
と白亜、天然石膏その他の肥料でない無機物とを混合した
肥料

4　第31.04項には、次の物品（第31.05項に定める形状又は包装に
したものを除く。）のみを含む。

（a）　次のいずれかに該当する物品
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tions given below:
(ⅰ) Crude natural potassium salts (for example, car-

nallite, kainite and sylvite);
(ⅱ) Potassium chloride, whether or not pure, except 

as provided in Note 1 (c) above;
(ⅲ) Potassium sulphate, whether or not pure;
(ⅳ) Magnesium potassium sulphate, whether or not 

pure.
(b) Fertilisers consisting of any of the goods described 

in (a) above mixed together.
5.- Ammonium dihydrogenorthophosphate (monoammoni-

um phosphate) and diammonium hydrogenorthophos-
phate (diammonium phosphate), whether or not pure, 
and intermixtures thereof, are to be classified in head-
ing 31.05.

6.- For the purposes of heading 31.05, the term “other fer-
tilisers” applies only to products of a kind used as ferti-
lisers and containing, as an essential constituent, at 
least one of the fertilising elements nitrogen, phospho-
rus or potassium.

（ⅰ）　天然のカリウム塩類（粗のものに限る。例えば、カーナ
リット、カイナイト及びシルバイト）

（ⅱ）　塩化カリウム（純粋であるかないかを問わないものとし、
1（c）の物品を除く。）

（ⅲ）　硫酸カリウム（純粋であるかないかを問わない。）
（ⅳ）　硫酸マグネシウムカリウム（純粋であるかないかを問わ

ない。）
（b）　（a）の物品のうち二以上を相互に混合した肥料

5　オルトりん酸二水素アンモニウム（りん酸一アンモニウム）及
びオルトりん酸水素二アンモニウム（りん酸二アンモニウム）（純
粋であるかないかを問わない。）並びにこれらの混合物は、第
31.05項に属する。

6　第31.05項のその他の肥料は、肥料として使用する種類の物品
で、主要成分として少なくとも、窒素、りん又はカリウムのい
ずれか一の肥料成分を含有するものに限る。

番号

NO

細分
番号
sub.
no

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名
単位
UNIT DESCRIPTION 参　考

I II

31.01

3101.00 000 0 動物性又は植物性の肥料（これらを相
互に混合してあるかないか又は化学
的に処理してあるかないかを問わな
い。）及び動物性又は植物性の生産品
を混合し又は化学的に処理して得た
肥料

MT Animal or vegetable fertilisers, whether 
or not mixed together or chemica l ly 
treated; fertilisers produced by the mix-
ing or chemical treatment of animal or 
vegetable products.

31.02 窒素肥料（鉱物性肥料及び化学肥料に
限る。）

Mineral or chemical fertilisers, nitroge-
nous:

3102.10 000 2 －尿素（水溶液にしてあるかないかを
問わない。）

MT －Urea, whether or not in aqueous solu-
tion

－硫酸アンモニウム並びに硫酸アン
モニウムと硝酸アンモニウムとの
複塩及び混合物

－Ammonium sulphate; double salts and 
mixtures of ammonium sulphate and 
ammonium nitrate:

3102.21 000 5 －－硫酸アンモニウム MT －－Ammonium sulphate

3102.29 000 4 －－その他のもの MT －－Other

3102.30 000 3 －硝酸アンモニウム（水溶液にしてあ
るかないかを問わない。）

MT －Ammonium nitrate, whether or not in 
aqueous solution

3102.40 000 0 －硝酸アンモニウムと炭酸カルシウ
ムその他の肥料でない無機物との
混合物

MT －Mixtures of ammonium nitrate with 
calcium carbonate or other inorganic 
non-fertilising substances

3102.50 000 4 －硝酸ナトリウム MT －Sodium nitrate

3102.60 000 1 －硝酸カルシウムと硝酸アンモニウ
ムとの複塩及び混合物

MT －Double salts and mixtures of calcium 
nitrate and ammonium nitrate

3102.80 000 2 －尿素と硝酸アンモニウムとの混合
物（水溶液又はアンモニア溶液にし
たものに限る。）

MT －Mixtures of urea and ammonium ni-
trate in aqueous or ammoniacal solu-
tion

3102.90 000 6 －その他のもの（混合物を含むものと
し、この項の他の号に該当するも
のを除く。）

MT －Other, including mixtures not speci-
fied in the foregoing subheadings

31.03 りん酸肥料（鉱物性肥料及び化学肥料
に限る。）

Mineral or chemical fer ti l isers, phos-
phatic:
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番号

NO

細分
番号
sub.
no

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名
単位
UNIT DESCRIPTION 参　考

I II

3103.10 000 0 －過りん酸石灰及び重過りん酸石灰 MT －Superphosphates

3103.90 000 4 －その他のもの MT －Other

31.04 カリ肥料（鉱物性肥料及び化学肥料に
限る。）

Mineral or chemical fertilisers, potassic:

3104.20 000 2 －塩化カリウム MT －Potassium chloride

3104.30 000 6 －硫酸カリウム MT －Potassium sulphate

3104.90 000 2 －その他のもの MT －Other

31.05 肥料成分（窒素、りん及びカリウム）
のうち二以上を含有する肥料（鉱物性
肥料及び化学肥料に限る。）及びその
他の肥料並びにこの類の物品をタブ
レット状その他これに類する形状に
し又は容器ともの1個の重量が10キロ
グラム以下に包装したもの

Mineral or chemical fertilisers contain-
ing two or three of the fer ti l ising ele-
ments nitrogen, phosphorus and potas-
s ium; other fer t i l isers; goods of th is 
Chapter in tablets or similar forms or in 
packages of a gross weight not exceed-
ing 10 kg:

3105.10 000 3 －この類の物品をタブレット状その
他これに類する形状にし又は容器
ともの1個の重量が10キログラム以
下に包装したもの

MT －Goods of this Chapter in tablets or 
similar forms or in packages of a gross 
weight not exceeding 10 kg

3105.20 000 0 －鉱物性肥料及び化学肥料（窒素、り
ん及びカリウムを含有するものに
限る。）

MT －Mineral or chemical fertilisers contain-
ing the three fertilising elements nitro-
gen, phosphorus and potassium

3105.30 000 4 －オルトりん酸水素二アンモニウム
（りん酸二アンモニウム）

MT －Diammonium hydrogenorthophosphate 
(diammonium phosphate)

3105.40 000 1 －オルトりん酸二水素アンモニウム
（りん酸一アンモニウム）及びこれ
とオルトりん酸水素二アンモニウ
ム（りん酸二アンモニウム）との混
合物

MT －Ammonium dihydrogenorthophosphate 
(monoammonium phosphate) and mix-
tures thereof with diammonium hy-
drogenor thophosphate (diammonium 
phosphate)

－その他の鉱物性肥料及び化学肥料
（窒素及びりんを含有するものに限
る。）

－Other mineral or chemical fer tilisers 
containing the two fertilising elements 
nitrogen and phosphorus:

3105.51 000 4 －－硝酸塩類及びりん酸塩類を含有
するもの

MT －－Containing nitrates and phosphates

3105.59 000 3 －－その他のもの MT －－Other

3105.60 000 2 －鉱物性肥料及び化学肥料（りん及び
カリウムを含有するものに限る。）

MT －Mineral or chemical fertilisers contain-
ing the two fer tilising elements phos-
phorus and potassium

3105.90 000 0 －その他のもの MT －Other
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Chapter 8　Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or 
melons

Notes.
1.- This Chapter does not cover inedible nuts or fruits.
2.- Chilled fruits and nuts are to be classified in the same head-

ings as the corresponding fresh fruits and nuts.
3.- Dried fruit or dried nuts of this Chapter may be partially re-

hydrated, or treated for the following purposes:
(a) For additional preservation or stabilization (for example, 

by moderate heat treatment, sulphuring, the addition of 
sorbic acid or potassium sorbate),

(b) To improve or maintain their appearance (for example, 
by the addition of vegetable oil or small quantities of glu-
cose syrup),

   provided that they retain the character of dried fr uit or 
dried nuts.

第 8類　食用の果実及びナット、かんきつ類の果皮並びに
メロンの皮

注
1　この類には、食用でない果実及びナットを含まない。
2　冷蔵した果実及びナットは、当該果実及びナットで、生鮮のもの
と同一の項に属する。

3　この類の乾燥した果実及びナットには、少量の水分を添加したも
の又は次の処理をしたものを含む。
（a）　保存性又は安定性を向上させるための処理（例えば、穏やかな

加熱処理、硫黄くん蒸及びソルビン酸又はソルビン酸カリウムの
添加）

（b）　外観を改善し又は維持するための処理（例えば、植物油又は少
量のぶどう糖水の添加）

 ただし、乾燥した果実又はナットの特性を有するものに限る。

第 2問　輸入（納税）申告

実行関税率表（抜すい）

番　号

No.

統計
細分
Stat. 
Code 
No.

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名

税　　　　率　　Rate of Duty
単位

Unit

Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

08.09 あんず、さくらんぼ、桃（ネクタリン
を含む。）、プラム及びスロー（生鮮の
ものに限る。）

Apricots, cherries, peaches (including nectar-
ines), plums and sloes, fresh:

0809.10 000 3 あんず 10％ 6％ ×無税
Free

KG Apricots

0809.20 000 0 さくらんぼ 10％ 8.5％ ×無税
Free

KG Cherries

0809.30 000 4 桃（ネクタリンを含む。） 10％ 6％ ×無税
Free

KG Peaches, including nectarines

0809.40 000 1 プラム及びスロー 10％ 6％ ×無税
Free

KG Plums and sloes

08.11 冷凍果実及び冷凍ナット（調理してな
いもの及び蒸気又は水煮による調理を
したものに限るものとし、砂糖その他
の甘味料を加えてあるかないかを問わ
ない。）

Fruits and nuts, uncooked or cooked by steam-
ing or boiling in water, frozen, whether or not 
containing added sugar or other sweetening 
matter:

0811.10 ストロベリー Strawberries:

100 1 1　砂糖を加えたもの 16％ 9.6％ ×無税
Free

KG 1 Containing added sugar

200 3 2　その他のもの 20％ 12％ ×無税
Free

KG 2 Other

0811.20 ラズベリー、ブラックベリー、桑の
実、ローガンベリー、ブラックカー
ラント、ホワイトカーラント、レッ
ドカーラント及びグーズベリー

Raspberries, blackberries, mulberries, logan-
ber r ies, b lack , wh i te o r red cur ran ts and 
gooseberries:

100 5 1　砂糖を加えたもの 16％ 9.6％ 4.8％
×無税
Free

KG 1 Containing added sugar
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番　号

No.

統計
細分
Stat. 
Code 
No.

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名

税　　　　率　　Rate of Duty
単位

Unit

Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

200 0 2　その他のもの 10％ 6％ 3％
×無税
Free

KG 2 Other

0811.90 その他のもの Other:

1　砂糖を加えたもの 1 Containing added sugar:

110 1 （1）パイナップル 28％ 23.8％ ×無税
Free

KG (1) Pineapples

130 0 （2）ベリー 16％ 9.6％ 4.8％
×無税
Free

KG (2) Berries

140 3 （3）サワーチェリー 18.4％ 13.8％ 6.9％
×無税
Free

KG (3) Sour cherries

150 6 （4）桃及びなし 10％ 7％ ×無税
Free

KG (4) Peaches and pears

（5）その他のもの 20％ ×無税 (5) Other:

120 4 －パパイヤ、ポポー、アボ
カドー、グアバ、ドリア
ン、ビリンビ、チャンペ
ダ、ナンカ、パンの実、
ランブータン、ジャンボ、
レンブ、サポテ、チェリ
モア、サントル、シュ
ガーアップル、マンゴー、
カスターアップル、パッ
ションフルーツ、ランソ
ム、マンゴスチン、サ
ワーサップ及びレイシ

12％ 6％ KG Papayas, pawpaws, avocados, guavas, 
durians, bilimbis, champeder, jack-
fruit, bread-fruit, rambutan, rose-ap-
ple jambo, jambosa diamboo-kaget, 
chicomamey, cher imoya, kehapi , 
sugar-apples, mangoes, bullock ʼs-
heart, passion-fruit, dookoo kokosan, 
mangosteens, soursop and litchi

190 † －その他のもの 12％ KG Other:

2　その他のもの 2 Other:

210 3 （1）パイナップル 28％ 23.8％ ×無税
Free

KG (1) Pineapples

220 6 （2）パパイヤ、ポポー、アボカ
ドー、グアバ、ドリアン、
ビリンビ、チャンペダ、ナ
ンカ、パンの実、ランブー
タン、ジャンボ、レンブ、
サポテ、チェリモア、サン
トル、シュガーアップル、
マンゴー、カスターアップ
ル、パッションフルーツ、
ランソム、マンゴスチン、
サワーサップ及びレイシ

12％ 7.2％ 3.6％
×無税
Free

KG (2) Papayas, pawpaws, avocados, guavas, 
durians, bilimbis, champeder, jackfruit, 
bread-fruit, rambutan, rose-apple jambo, 
jambosa diamboo-kaget, chicomamey, 
cherimoya, kehapi, sugar-apples, man-
goes, bul lock ʼs-hear t , passion- fr ui t , 
dookoo kokosan, mangosteens, soursop 
and litchi

（3）桃、なし及びベリー 10％ ×無税
Free

(3) Peaches, pears and berries:

230 2 －ベリー 6％ 3％ KG Berries

240 5 －桃及びなし 7％ KG Peaches and pears

（4）その他のもの 20％ 12％ ×無税
Free

(4) Other:

280 3 －カムカム 2％ KG Camucamu

290 † －その他のもの KG Other
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Chapter 16　Preparations of meat, of fish or of crusta-
ceans, molluscs or other aquatic inver te-
brates

Notes.
1.- This Chapter does not cover meat, meat of fal, fish, crusta-

ceans, molluscs or other aquatic invertebrates, prepared or 
preser ved by the processes specified in Chapter 2 or 3 or 
heading 05.04.

2.- Food preparations fall in this Chapter provided that they 
contain more than 20% by weight of sausage, meat, meat of-
fal, blood, fish or crustaceans, molluscs or other aquatic in-
vertebrates, or any combination thereof. In cases where the 
preparation contains two or more of the products men-
tioned above, it is classified in the heading of Chapter 16 
corresponding to the component or components which pre-
dominate by weight. These provisions do not apply to the 
stuf fed products of heading 19.02 or to the preparations of 
heading 21.03 or 21.04.

第 16類　肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の
水棲無脊椎動物の調製品

注
1　この類には、第2類、第3類又は第05.04項に定める方法により調製
し又は保存に適する処理をした肉、くず肉、魚並びに甲殻類、軟体
動物及びその他の水棲無脊椎動物を含まない。

2　ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しくは
その他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、これら
の物品の含有量の合計が全重量の20％を超えるものは、この類に属
する。この場合において、これらの物品の二以上を含有する調製食
料品については、最大の重量を占める成分が属する項に属する。前
段及び中段のいずれの規定も、第19.02項の詰物をした物品及び第
21.03項又は第21.04項の調製品については、適用しない。

番　号

No.

統計
細分
Stat. 
Code 
No.

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名

税　　　　率　　Rate of Duty
単位

Unit

Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

16.02 その他の調製をし又は保存に適する処
理をした肉、くず肉及び血

Other prepared or preserved meat, meat offal or 
blood:

1602.10 000 6 均質調製品 25％ 21.3％ ×無税
Free

KG Homogenised preparations

1602.20 動物の肝臓のもの Of liver of any animal:

010 6 1　牛又は豚のもの 25％ 21.3％ ×無税
Free

KG 1 Of bovine animals or swine

2　その他のもの 8％ 6％ ×無税
Free

2 Other

091 3 －気密容器入りのもの 3％ KG In airtight containers

099 4 －その他のもの KG Other

第01.05項の家きんのもの Of poultry of heading 01.05

1602.31 七面鳥のもの Of turkeys:

100 1 1　腸、ぼうこう又は胃の全形の
もの及び断片（単に水煮した
ものに限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG 1 Guts, bladders and stomachs, whole and 
pieces thereof, simply boiled in water

2　その他のもの 2 Other:

210 6 （1）牛若しくは豚の肉又は牛
若しくは豚のくず肉を含
有するもの

25％ 21.3％ ×無税
Free

KG (1) Containing meat or meat of fal of bo-
vine animals or swine

290 2 （2）その他のもの 8％ 6％ 3％
×無税
Free

KG (2) Other

1602.32 鶏（ガルルス・ドメスティクス）のも
の

Of fowls of the species Gallus domesticus:

100 0 1　腸、ぼうこう又は胃の全形のも
の及び断片（単に水煮したもの
に限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG 1 Guts, bladders and stomachs, whole and 
pieces thereof, simply boiled in water

2　その他のもの 2 Other:
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番　号

No.

統計
細分
Stat. 
Code 
No.

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名

税　　　　率　　Rate of Duty
単位

Unit

Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

210 5 （1）牛若しくは豚の肉又は牛若
しくは豚のくず肉を含有す
るもの

25％ 21.3％ ×無税
Free

KG (1) Containing meat or meat of fal of bovine 
animals or swine

290 1 （2）その他のもの 8％ 6％ ×無税
Free

KG (2) Other

1602.39 その他のもの Other:

100 0 1　腸、ぼうこう又は胃の全形のも
の及び断片（単に水煮したもの
に限る。）

無税
Free

（無税）
（Free）

KG 1 Guts, bladders and stomachs, whole and piec-
es thereof, simply boiled in water

2　その他のもの 2 Other:

210 5 （1）牛若しくは豚の肉又は牛若
しくは豚のくず肉を含有す
るもの

25％ 21.3％ ×無税
Free

KG (1) Containing meat or meat of fal of bovine 
animals or swine

290 1 （2）その他のもの 8％ 6％ ×無税
Free

KG (2) Other

16.04 魚（調整し又は保存に適する処理をし
たものに限る。）、キャビア及び魚卵か
ら調整したキャビア代用物

Prepared or preserved fish; caviar and caviar 
substitutes prepared from fish eggs:

魚（全形のもの及び断片状のものに
限るものとし、細かく切り刻んだも
のを除く。）

Fish, whole or in pieces, but not minced: 

1604.11 さけ 9.6％ （9.6％） ×無税
Free

Salmon:

010 4 －気密容器入りのもの以外のもの 7.2％ KG Other than in airtight containers

090 0 －その他のもの KG Other

1604.12 000 0 にしん 9.6％ （9.6％） 7.2％
×無税
Free

KG Herrings

1604.13 いわし 9.6％ （9.6％） 7.2％
×無税
Free

Sardines, sardinella and brisling or sprats:

010 2 －気密容器入りのもの KG In airtight containers

090 5 －その他のもの KG Other

1604.14 まぐろ、はがつお（サルダ属のも
の）及びかつお

9.6％ （9.6％） ×無税
Free

Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.) :

010 1 －かつお（気密容器入りのものに
限る。）

6.4％ KG Skipjack and other bonito, in air tight con-
tainers

－その他のもの 7.2％ Other:

091 5 －－かつお節 KG Skipjack and other bonito, boiled and dried

092 6 －－まぐろ（気密容器入りのもの
に限る。）

KG Tunas, in airtight containers

099 6 －－その他のもの KG Other

1604.15 000 4 さば 9.6％ （9.6％） 7.2％
×無税
Free

KG Mackerel

1604.16 000 3 かたくちいわし 9.6％ （9.6％） 7.2％
×無税
Free

KG Anchovies
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Chapter 19　Preparations of cereals, flour, starch or 
milk; pastrycooks’ products

Notes.
1.- This Chapter does not cover:

(a) Except in the case of stuf fed products of heading 19.02, 
food preparations containing more than 20% by weight of 
sausage, meat, meat of fal, blood, fish or crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates, or any combina-
tion thereof (Chapter 16);

(b) Biscuits or other articles made from flour or from starch, 
specially prepared for use in animal feeding (heading 
23.09); or

(c) Medicaments or other products of Chapter 30.
2.- For the purposes of heading 19.01:

(a) The term “groats” means cereal groats of Chapter 11;
(b) The terms “flour” and “meal” mean:

(1) Cereal flour and meal of Chapter 11, and
(2) Flour, meal and powder of vegetable origin of any 

Chapter, other than flour, meal or powder of dried veg-
etables (heading 07.12), of potatoes(heading 11.05) or 
of dried leguminous vegetables (heading 11.06).

3.- Heading 19.04 does not cover preparations containing more 
than 6% by weight of cocoa calculated on a totally defatted 
basis or completely coated with chocolate or other food 
preparations containing cocoa of heading 18.06 (heading 
18.06).

4.- For the purposes of heading 19.04 the expression “otherwise 
prepared” means prepared or processed to an extent be-
yond that provided for in the headings of or Notes to Chap-
ter 10 or 11.

第 19類　穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベー
カリー製品

注
1　この類には、次の物品を含まない。
（a）　ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しく

はその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、こ
れらの物品の含有量の合計が全重量の20％を超えるもの（第16類
参照。第19.02項の詰物をした物品を除く。）

（b）　飼料用のビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料（第
23.09項参照）

（c）　第30類の医薬品その他の物品
2　第19.01項において次の用語の意義は、それぞれ次に定めるところ
による。
（a）　「ひき割り穀物」とは、第11類の「ひき割り穀物」をいう。
（b）　「穀粉」及び「ミール」とは、次の物品をいう。
（1）　第11類の穀粉及びミール
（2）　他の類の植物性の粉及びミール（乾燥野菜（第07.12項参照）、

ばれいしよ（第11.05項参照）又は乾燥した豆（第11.06項参照）の
粉及びミールを除く。）

3　第19.04項には、完全に脱脂したココアとして計算したココアの含
有量が全重量の6％を超える調製品及び第18.06項のチョコレートその
他のココアを含有する調製食料品で完全に覆つた調製品を含まない
（第18.06項参照）。

4　第19.04項において「その他の調製をしたもの」とは、第10類又は第
11類の項又は注に定める調製又は加工の程度を超えて調製又は加工
をしたものをいう。

番　号

No.

統計
細分
Stat. 
Code 
No.

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名

税　　　　率　　Rate of Duty
単位

Unit

Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

19.05 パン、ペーストリー、ケーキ、ビス
ケットその他のベーカリー製品（ココ
アを含有するかしないかを問わない。）
及び聖さん用ウエハー、医療用に適す
るオブラート、シーリングウエハー、
ライスペーパーその他これらに類する
物品

Bread, pastry, cakes, biscuits and other bakers’ 
wares, whether or not containing cocoa; com-
munion wafers, empty cachets of a kind suitable 
for phamaceutical use, sealing wafers, rice pa-
per and similar products:

1905.10 000 2 クリスプブレッド 12％ 9％ 4.5％
×無税
Free

KG Crispbread

1905.20 000 6 ジンジャーブレッドその他これに類
する物品

30％ 18％ 9％
×無税
Free

KG Gingerbread and the like

スイートビスケット、ワッフル及び
ウエハー

Sweet biscuits; waffles and wafers:

1905.31 000 2 スイートビスケット 24％ 20.4％ ×無税
Free

KG Sweet biscuits

1905.32 000 1 ワッフル及びウエハー 30％ 18％ 15％
×無税
Free

KG Waffles and wafers
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番　号

No.

統計
細分
Stat. 
Code 
No.

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名

税　　　　率　　Rate of Duty
単位

Unit

Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

1905.40 000 0 ラスク、トーストパンその他これら
に類する焼いた物品

12％ 9％ 4.5％
×無税
Free

KG Rusks, toasted bread and s imi lar toasted 
products

1905.90 その他のもの Other:

100 1 1　パン、乾パンその他これらに類
するベーカリー製品（砂糖、は
ちみつ、卵、脂肪、チーズ又は
果実を加えたものを除く。）

12％ 9％ ×無税
Free

KG 1 Bread, ship ʼs biscuits and other ordinar y 
bakersʼ wares, not containing added sugar, 
honey, eggs, fats, cheese or fruit

200 3 2　聖さん用ウエハー、医療用に適
するオブラート、シーリングウ
エハー、ライスペーパーその他
これらに類する物品

6.4％ 6％ ×無税
Free

KG 2 Communion wafers, empty cachets of a kind 
suitable for pharmaceutical use, sealing wa-
fers, rice paper and similar products

3　その他のもの 3 Other:

（1）砂糖を加えたもの (1) Containing added sugar:

311 2 A　あられ、せんべいその
他これらに類する米菓

40％ 34％ ×無税
Free

KG A Arare, Senbei and similar rice prod-
ucts

312 3 B　ビスケット、クッキー
及びクラッカー

24％ 15％ ×無税
Free

KG B Biscuits, cookies and crackers

314 5 C　主としてばれいしよの
粉から成る混合物を成
型した後、食用油で揚
げ又は焼いたもの

9.6％ 9％ ×無税
Free

KG C Crisp savour y food products, made 
from a dough based on potato powder

D　その他のもの 30％ 15％
×無税
Free

D Other:

313 4 －ピザ（冷蔵し又は冷凍
したものに限る。）

24％ KG Pizza, chilled or frozen

319 3 －その他のもの 25.5％ KG Other

（2）その他のもの (2) Other:

321 5 A　あられ、せんべいその
他これらに類する米菓

35％ 29.8％ ×無税
Free

KG A Arare, Senbei and similar rice prod-
ucts

322 6 B　ビスケット、クッキー
及びクラッカー

20％ 13％ ×無税
Free

KG B Biscuits, cookies and crackers

323 0 C　主としてばれいしよの
粉から成る混合物を成
型した後、食用油で揚
げ又は焼いたもの

9.6％ 9％ ×無税
Free

KG C Crisp savour y food products, made 
from a dough based on potato powder

329 6 D　その他のもの 25％ 21.3％ 12.5％
×無税
Free

KG D Other
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Chapter 20　Preparations of vegetables, fruit, nuts or 
other parts of plants

Notes.
1.- This Chapter does not cover:

(a) Vegetables, fruit or nuts, prepared or preserved by the 
processes specified in Chapter 7, 8 or 11;

(b) Food preparations containing more than 20% by weight 
of sausage, meat, meat of fal. blood, fish or crustaceans, 
molluscs or other aquatic invertebrates, or any combina-
tion thereof (Chapter 16);

(c) Bakersʼ wares and other products of heading 19.05; or
(d) Homogenised composite food preparations of heading 

21.04.
2.- Headings 20.07 and 20.08 do not apply to fruit jellies, fruit 

pastes, sugar-coated almonds or the like in the form of sug-
ar confectionery (heading 17.04) or chocolate confectionery 
(heading 18.06).

3.- Headings 20.01, 20.04 and 20.05 cover, as the case may be, 
only those products of Chapter 7 or of heading 11.05 or 
11.06 (other than flour, meal and powder of the products of 
Chapter 8) which have been prepared or preserved by proc-
esses other than those referred to in Note 1 (a).

4.- Tomato juice the dry weight content of which is 7% or more 
is to be classified in heading 20.02.

5.- For the purposes of heading 20.07, the expression “obtained 
by cooking” means obtained by heat treatment at atmos-
pheric pressure or under reduced pressure to increase the 
viscosity of a product through reduction of water content or 
other means.

6.- For the purposes of heading 20.09 the expression “juices, 
unfermented and not containing added spirit” means juices 
of an alcoholic strength by volume (see Note 2 to Chapter 
22) not exceeding 0.5% vol.

第 20類　野菜、果実、ナットその他植物の部分の調製品

注
1　この類には、次の物品を含まない。
（a）　第7類、第8類又は第11類に定める方法により調製し又は保存に

適する処理をした野菜、果実及びナット
（b）　ソーセージ、肉、くず肉、血、魚又は甲殻類、軟体動物若しく

はその他の水棲無脊椎動物の一以上を含有する調製食料品で、こ
れらの物品の含有量の合計が全重量の20％を超えるもの（第16類
参照）

（c）　第19.05項のベーカリー製品その他の物品
（d）　第21.04項の均質混合調製食料品

2　第20.07項及び第20.08項には、フルーツゼリー、フルーツペースト、
砂糖で覆つたアーモンドその他これらに類する物品で、砂糖菓子の
形状のもの（第17.04項参照）及びチョコレート菓子の形状のもの（第
18.06項参照）を含まない。

3　第20.01項、第20.04項及び第20.05項には、第7類、第11.05項又は第
11.06項の物品（第8類の物品の粉及びミールを除く。）で1（a）に定める
方法以外の方法により調製し又は保存に適する処理をしたもののみ
を含む。

4　トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の7％以上のものは、
第20.02項に属する。

5　第20.07項において「加熱調理をして得られたもの」とは、水分を減
らすことにより又はその他の手段により粘性を増すために、大気圧
における又は減圧下での熱処理により得られたものをいう。

6　第20.09項において「発酵しておらず、かつ、アルコールを加えてな
いもの」とは、アルコール分（第22類の注2参照）が全容量の0.5％以下
のものをいう。

番　号

No.

統計
細分
Stat. 
Code 
No.

N
A
C
C
S
用

品　　　　　名

税　　　　率　　Rate of Duty
単位

Unit

Description基　本

General

協　定

WTO

特　恵

Prefer-
ential

暫　定

Tempo-
rary

20.05 調製し又は保存に適する処理をしたそ
の他の野菜（冷凍していないものに限
るものとし、食酢又は酢酸により調製
し又は保存に適する処理をしたもの及
び第20.06項も物品を除く。）

Other vegetables prepared or preserved other-
wise than by vineger or acetic acid, not frozen, 
other than products of heading 20.06:

2005.10 均質調製野菜 Homogenised vegetables:

100 0 1　砂糖を加えたもの 28％ 16.8％ ×無税
Free

KG 1 Containing added sugar

200 2 2　その他のもの 12.8％ 12％ 9.6％
×無税
Free

KG 2 Other

2005.20 ばれいしよ Potatoes:

100 4 1　マッシュポテト及びポテトフ
レーク

16％ 13.6％ ×無税
Free

KG 1 Mashed potatoes and potato flakes

2　その他のもの 2 Other:

210 2 （1）気密容器入りのもの（容器と
もの1個の重量が10キログラ
ム以下のものに限る。）

12.8％ 12％ 9.6％
×無税
Free

KG (1) In air tight containers not more than 
10 kg each including container

220 5 （2）その他のもの 9.6％ 9％ ×無税
Free

KG (2) Other




